
令和2年11月6日

刊種 番号 縮尺１： 図積 発行予定 価格(税込) 備　　　　　　　考

改版 W55 23,000
        12,000

全 11月27日 3,520円 本州南岸

改版 W1004A 3,500,000 全 3,520円 北太平洋

改版 W1004B 3,500,000 全 3,520円 北太平洋

改版 W1004C 3,500,000 全 3,520円 北太平洋

改版 W1281 40,000 1/2 2,750円 南西諸島

改版 W1156A
20,000
7,000
7,000
8,000

1/2 2,750円
本州北西岸、図名及び分図変更、
W1092橋立漁港・富来漁港を統合

改版 W1161 75,000
15,000

全 3,520円
本州北西岸、W1156A（分図）滝港付
近を名称変更の上統合

刊種 番号 縮尺１： 図積 廃版予定

廃版 W1092 6,000
3,000
3,000

1/2 令和3年
1月

刊種 番号 図積 廃版予定

廃版 6101 漁具定置箇所一覧図 北海道南岸 1/2

廃版 6102 漁具定置箇所一覧図 北海道東岸及北岸 1/2

廃版 6103 漁具定置箇所一覧図 北海道西岸 1/2

廃版 6104 漁具定置箇所一覧図 岩手･宮城･福島 1/2

廃版 6105 漁具定置箇所一覧図 茨城･千葉･東京･神奈川 1/2

廃版 6106 漁具定置箇所一覧図 静岡･愛知 1/2

廃版 6107 漁具定置箇所一覧図 三重･和歌山･大阪 1/2

廃版 6108 漁具定置箇所一覧図 兵庫･岡山･広島･山口 1/2

廃版 6109 漁具定置箇所一覧図 島根･鳥取･兵庫･京都･福井 1/2

廃版 6110 漁具定置箇所一覧図 石川･富山･新潟 1/2

廃版 6111 漁具定置箇所一覧図 山形･秋田･青森 1/2

廃版 6112 漁具定置箇所一覧図 徳島･香川･愛媛 1/2

廃版 6113 漁具定置箇所一覧図 高知 1/2

廃版 6114 漁具定置箇所一覧図 福岡･佐賀･長崎 1/2

廃版 6115 漁具定置箇所一覧図 熊本･鹿児島 1/2

廃版 6116 漁具定置箇所一覧図 宮崎･大分 1/2

廃版 6117 漁具定置箇所一覧図 沖縄 1/2

平良港付近

12月

石川西岸諸分図
　福浦港至海士埼
　（分図）富来漁港
　（分図）福浦港
　橋立漁港

令和3年
1月

航海用海図　(廃版）

図　　　　　名

橋立漁港、塩屋港、富来漁港
　橋立漁港
　塩屋港
　富来漁港

備　　　　　　　考

橋立漁港・富来漁港はW1156Aに統合

備　　　　　　　考

12月

館山湾及付近
 （分図）館山港

図　　　　　名

発行近い水路図誌（航空図を含む。）　【令和２年１１月号】

航海用海図　(新刊、改版）

図　　　　　名

特殊図（廃版）

日本西部

滝港至輪島港
　（分図）滝港

日本東部

日本北部



刊種 番号 廃版予定

廃版 302Sup.

廃版 303Sup.

廃版 305Sup. 令和3年
1月

刊種 番号 発行予定 価格(税込) 備　　　　　　　考

改版 900 未定

改版 901 未定 英語版　水路図誌目録

海上保安庁海洋情報部　海の相談室

第一管区海上保安本部　海の相談室

第二管区海上保安本部　海の相談室

第三管区海上保安本部　海の相談室

第四管区海上保安本部　海の相談室

第五管区海上保安本部　海の相談室

第六管区海上保安本部　海の相談室

第七管区海上保安本部　海の相談室

第八管区海上保安本部　海の相談室

第九管区海上保安本部　海の相談室

第十管区海上保安本部　海の相談室

第十一管区海上保安本部　海の相談室

 なお、ここに記載している事項は、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
　  ※詳しくは海洋情報部ホームページをご覧ください。     https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOKAI/ZUSHI3/defalt.htm

　　　  海上保安庁海洋情報部情報利用推進課図誌計画係
　　　　　〒１００－８９３２　東京都千代田区霞が関３丁目１番１号　中央合同庁舎第４号館
　　　　　TEL　０３－３５９５－３６４１　内線３３３０

令和3年
1月

特殊書誌

書　　　誌　　　名

CATALOGUE of CHARTS and PUBLICATIONS

水路図誌目録

水路誌（廃版）

備　　　　　　　考

ウェブサイトで提供

書　　　誌　　　名

ウェブサイトで提供

Sailing Directions for Coast of Kyushu Supplement No.3 ウェブサイトで提供

Sailing Directions for Seto Naikai Supplement No.1

問い合わせ先 電話番号

    078-391-1299 （直通） 078-332-6307

    0134-27-0118 内線2511

    052-661-1611 内線2511 052-654-2536

022-365-1341

    045-211-1118 内線2511 045-212-1597

    098-867-0118 内線2511 098-868-5242 https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN11/soudan/sodan/soudan.htm

    0773-75-7373 （直通） 0773-76-4138 https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN8/html/soudan.html

    099-250-9800 内線2511 099-250-9812

    025-288-2620 （直通） 025-288-2621 https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN9/suion/consult.htm

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN6/5_sodan/sodan1.htm

    093-331-0033 （直通） 093-331-7030 https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN7/soudan/soudan.htm

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN10/soudan/riyou.html

    082-251-5111 内線2520 082-253-3682

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/soudan/soudan.html

ファクシミリ

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN2/soudan/index.html

0134-27-6190

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN3/marine/sodan.htm

アドレス

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/SODAN/annai.html

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/mailform.html

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN4/soudan/soudan-riyou.html

    03-5500-7155（直通）

    022-363-0111 内線2511

12月
Sailing Directions for Northwest Coast of  Honshu - Supplement No.2

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/SODAN/annai.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/mailform.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN2/soudan/index.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN3/marine/sodan.htm
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN4/soudan/soudan-riyou.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/soudan/soudan.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN6/5_sodan/sodan1.htm
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN7/soudan/soudan.htm
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN8/html/soudan.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN9/suion/consult.htm
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN10/soudan/riyou.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN11/soudan/sodan/soudan.htm
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN11/soudan/sodan/soudan.htm
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN8/html/soudan.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN9/suion/consult.htm
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN6/5_sodan/sodan1.htm
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN7/soudan/soudan.htm
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN10/soudan/riyou.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/soudan/soudan.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN2/soudan/index.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN3/marine/sodan.htm
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/SODAN/annai.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/mailform.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN4/soudan/soudan-riyou.html

	新和文

